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はじめに 

ArcGIS for Developers フィーチャ サービス作成ガイドについて 

このガドは ArcGIS for Developers を利用して Web ブラウザからフゖーチャ サービスを作成・公開

する手順を説明します。 

 

ArcGIS for Developers とは 

ArcGIS for Developers は Esri 製品を使用してゕプリケーションを作成する開発者のための総合

ポータルサトです。ゕプリケーション作成のための開発キットやドキュメント、サンプル コード

などを提供しています。 

ArcGIS for Developers からフゖーチャ サービスを作成するには開発者ゕカウントを作成する必要

があります。ゕカウントの作成は無償でできます。詳しい情報は下記の URL から「ArcGIS for 

Developers 開発者ゕカウント作成ガド」をご参照ください。 

http://www.esrij.com/products/arcgis-online-for-developers/documents/ 

https://developers.arcgis.com/
http://www.esrij.com/products/arcgis-online-for-developers/documents/
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フィーチャ サービスとは 

GIS では地図上に現実世界の地物を表すとき、地物の形や位置をポントやラン、ポリゴンのデ

ータにしたフゖーチャと呼ばれる図形で表示します。フゖーチャ サービスはンターネットを経由

してフゖーチャを配信するサービスです。フゖーチャ サービスを用いることで、Web 上からフゖー

チャを参照し、ゕプリケーションにフゖーチャのシンボル変更や新しいフゖーチャの追加や属性情報

の変更といった編集機能、検索機能を実装することが可能です。 
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フィーチャ サービスの作成 

ArcGIS for Developers によるフィーチャ サービスの作成・公開 

ここでは、ArcGIS for Developers を利用して、フゖーチャ サービスを作成・公開する手順を説明します。 

 

フゖーチャ サービスの公開は４つのステップに分かれています。まずはゕカウントを作成後 ArcGIS for 

Developers にサンンします。ArcGIS for Developers ページを開き、             ボタンをクリッ

クします。ユーザ名とパスワードを入力すればサンンは完了です。 

 

続いて、フゖーチャ サービスを作成するページを開きます。  [Hosted data] をクリックして My 

Hosted Data ページを開きます。このページには ArcGIS Online でホスト中のサービスが表示されます。 

                        をクリックし、New Feature Service ページを開きます。 
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ステップ 1. 基本情報の入力 

このステップでは公開するフゖーチャ サービスの基本情報を入力していきます。 

 Title (タトル) 

新しく作成するフゖーチャ サービスのタトルを入力します。タトルに使用できる文字はゕ

ルフゔベット、数字、スペースおよびゕンダースコゕのみです。 

 Description (概要) 

作成するフゖーチャ サービスの概要を入力します。 

 Geometry Type (ジオメトリ タプ) 

ジオメトリ タプはフゖーチャの図形の種類で、ポント、ラン、ポリゴンの三種類で構成

されています。ポントは地物を点のデータで表します。観測地点などを表示するために使われ

ます。ランは地物を線のデータで表し、河川や道路などのフゖーチャを表す場合に使用されま

す。ポリゴンは地物を面で表します。市区町村、土地区画、土壌タプなどの表示に使われます。 

例えば、下記の例では観測地点を赤いポント、河川を水色のラン、湖を水色のポリゴンのフ

ゖーチャで表しています。 

フゖーチャ サービスは通常１つのサービスに対して複数のジオメトリ タプを含めることが

できますが、ArcGIS for Developers から作成するフゖーチャ サービスが含めることのできる

ジオメトリ タプは１つのみとなっています。 

 Tags (タグ) 

タグを設定することで公開したフゖーチャ サービスの検索が容易になります。 

 Default Extent (デフォルトの表示範囲) 

デフォルトの地図の表示範囲を決めます。地図の表示範囲が設定されていない場合、ここで設定

した範囲が適用されます。 
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ボタンをクリックして次へ進みます。 
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ステップ 2. フィールドの設定 

ここでは以下の図のように属性情報を格納するテーブルのフゖールド設定を行います。 

属性とはフゖーチャに関する様々な情報のことで、属性テーブルと呼ばれるデータベースに保存する

ことができます。属性テーブルの列のことを属性フゖールドと呼びます。例えば公共施設の属性には

名称や所在地、分類、電話番号などを含めることができます。この属性情報をもとにゕプリケーショ

ンのシンボルやラベルを表示したり、フゖーチャを検索したりすることが可能です。 

属性フゖールドを作るには以下の項目を設定する必要があります。 

 Field Alias（エリゕス） 

Field Alias は属性フゖールドの名前を人間にも分かりやすく定義したものです。Field Name 

と比べ、より柔軟な名前を付けることができます。 

※ ArcGIS for Developers から作成するフゖーチャ サービスのエリゕスに入力できる文

字はゕルフゔベット、数字およびゕンダースコゕのみです。 

 Field Name（フゖールド名） 

Field Name はフゖールドの名前をコンピュータ用に定義したものです。コンピュータが理解し

やすいように使用できる文字に制限があります（スペースや特殊文字は使用できません）。 

 Data Type（データ型） 

格納する情報の種類によって以下の４つの型の中からひとつ選択します。属性フゖールドに設定

されたデータ型と異なるデータ型の値を格納することはできません。 

 String 

文字型。文字列を格納します。 

 Integer 

整数型。自然数を格納します。 

 Float 

単精度浮動小数点型。小数点を持つ有理数やパーセント値などを格納します。 

 Date 
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日付型。日付、または日付と時間を格納します。 

 

各項目を入力し、         ボタンをクリックすることで属性フゖールドを作成できます。また、作

成した属性フゖールドは                    ボタンから削除および編集が可能です。 

 

               ボタンをクリックして次へ進みます。 
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ステップ 3. レンダリング 

フゖーチャを地図に表示する際のシンボルを選択します。ジオメトリ タプごとにそれぞれシンボ

ルが用意されています。これらのシンボルは各 SDK・API のレンダラ機能を使用することで後から

自由に変更することもできます。 

 

ボタンをクリックして次へ進みます。 
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ステップ 4. サービスの公開 

最後に作成したサービスに問題がないか確認します。修正したい箇所がある場合、左にあるパネルか

ら修正したい項目をクリックすることで各ページから修正が可能です。 

ボタンをクリックするとフゖーチャ サービスが公開されます。 
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フィーチャ サービスの確認・編集 

このセクションでは ArcGIS Online のマップ ビューゕを利用してフゖーチャ サービスが正しく公

開されているか確認します。また、フゖーチャを編集する方法についても紹介します。 

 

フィーチャ サービスの確認 

マップ ビューゕは Web ブラウザから地図を参照するための ArcGIS Online が提供するサービス

の一つです。ArcGIS Online で配信されている各サービスを地図上に表示したり、簡単な操作でフ

ゖーチャの編集や住所検索、ルート案内などの機能を備えたりすることができます。今回はこのマッ

プ ビューゕを使用してフゖーチャ サービスが正しく公開されているかどうかを確認します。 

確認したいフゖーチャ サービスを選択して、            ボタンをクリックするとマ

ップ ビューゕが開きます。 

 

マップ ビューゕを開くと、基本情報で設定した範囲の地図が表示されます。画面左側にあるコンテ

ンツ パネルには公開したフゖーチャ サービスを参照したレヤが表示されています。コンテンツ 

パネル上の凡例をクリックすると、レンダリングで設定したシンボルが表示されます。 
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フィーチャ サービスの編集 

マップ ビューゕからはフゖーチャの編集を行うこともできます。 

          ボタンをクリックしてフゖーチャの追加から [New Feature] を選択します。選択後に地

図上の任意の場所をクリックすることで新しいフゖーチャを追加できます。フゖーチャを追加すると

ポップゕップが自動で開き、フゖーチャの属性情報を編集することが可能です。 

 

以上でフゖーチャ サービスを確認・編集する方法の説明は終了です。 

 

このように、ArcGIS for Developers では開発者ゕカウントを作成するだけで特別なツールやデー

タがなくても誰でも簡単にフゖーチャ サービスを作成・公開することができます。 

ArcGIS for Developers が提供する各 SDK・API にはフゖーチャの操作を行うための機能が数多く

用意されており、公開したフゖーチャ サービスを使用して様々な機能をゕプリケーションに実装す

ることができます。 
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